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プレスリリース：    2018 年 3 月 28 日    株式会社フジヤエービック 

 

イベント「春のヘッドフォン祭 2018」開催のお知らせ 

（英語表記：Tokyo Headphone Festival 2018 Spring） 

 

【ヘッドフォン祭の歴史と概要】 

株式会社フジヤエービックでは、それまで「ハイエンドヘッドフォンショー」という

入場者限定で開催していた小規模イベントについての問い合わせ等が多くなったため、

より規模の大きなイベントとして「ヘッドフォン祭」を企画。第 1 回「ヘッドフォン祭」

を 2008 年 4 月 19 日に東京・中野サンプラザで開催致しました。 

 第 1 回ヘッドフォン祭ポスター 
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以来、春・秋の年 2 回開催は次第に規模を拡大し 1 日から 2 日間の日程となり、 

日本国内だけでなく海外にも「ポータブルオーディオがメインの世界的なイベント」 

として名が知られるようになり、海外メディアの取材や外国人来場者も増加。 

さらに「女性も入れるオーディオイベント」として女性来場者のご来訪を歓迎し 

「ヘッドフォン女子」という言葉が生まれるきっかけを作りました。 

途中にスタジアムプレイス青山（外苑前）での開催期間を挟んで、2014 年には 

中野サンプラザへ戻り、今年でちょうどイベント開催 10 周年をを迎えました。 

その節目の年となる、第 21 回「春のヘッドフォン祭 2018」は、前回に引き続き 

東京都中野区の中野サンプラザ（東京都中野区中野 4－1－1）にて、来る 

2018 年 4 月 28 日（土）29 日（日）の 2 日間に渡って開催致します。 
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「ヘッドフォン祭」は国内のみならず海外メーカーも含めた、主にポータブル系 

オーディオ製品のワールドプレミアまたはジャパンプレミアのローンチの場としても 

内外の認知度が高まり、今回も各社からの新製品発表会などが予定されています。 

ヘッドフォン祭開催時以来ずっと市場が成長を続けている数少ない家電関連製品の 

分野であるヘッドホン・イヤホン関連製品ですが、今回「2018 春」につきましても 

何社様かの新規ご参入や、ヘッドフォン祭イベントへの初ご出展企業様がございます。 

 日本のみならず世界からも注目を集める、ヘッドホン・イヤホン・ポータブル系を 

含めたオーディオと音楽の好きな全ての方にお送りする、世界でも有数の規模になった

「ヘッドフォン祭」、ぜひ両日は中野までお越し頂き、お楽しみ下さい。今回も現時点

で 100 以上の企業・団体が 200 ブランド以上の製品を会場内で展示・発表する事が決

まっています。 

春のヘッドフォン祭 2018 特設ページは、2018 年 3 月 28 日（水）に弊社サイト内 

にて公開し、順次開催に関する弊社及び各社様の情報を追加していく予定です。 

特設 Web ページ：  http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php 

 「10 周年」といっても「ヘッドフォン祭」当初からの一貫したコンセプトである 

「各社のイヤホン・ヘッドホン・オーディオ機器が一堂に会し、よりどりみどり無料で

試聴できる事をメインとした展示会をお客様にご提供する」スタンスを変えることなく 

そこに少しだけ会場内イベント等を加えたスタイルは、今回もそのままです。 

http://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php
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今回の第一弾メインイメージは、4/28（土）にヘッドフォン祭会場の 

中野サンプラザ 6F チャペルにて新製品発表会が予定されています 

MEZE社新型ヘッドフォンをフィーチャーしたものが公開されます。この他にも、 

既に出展各社様より新製品発表に関する情報が寄せられており、ヘッドフォン祭会場で

初公開・初試聴可能となる製品が多数ございます。各社様よりの公式発表・リリース 

及び出展に関する情報などは、可能な限り弊社特設 Web ページや弊社公式ブログ 

「目福耳福」、公式 Twitter / Facebook ページ等にて随時お知らせして参ります。 

出展企業・団体一覧、会場内見取り図等の開催に関する基本情報も順次特設ページに 

掲載致します。（こちらは会場内で無料頒布する公式パンフレットにも記載） 

 

【あのヘッドフォンやイヤホンなどが会場でオトクに買える、特別販売コーナー】 

 いつも多くのお客様にご利用頂いております会場内のフジヤエービック販売ブース

「会場で製品をオトクに買える特別販売コーナー」はおかげさまで好評を頂いており、

今回も両日に渡ってサンプラザ13Fにブースを設置いたします。どうぞご期待下さい。 

会場特別販売コーナー取扱の商品詳細等は事情により当日会場での発表となります。 

会場弊社販売ブースではクレジットカード／デビットカード等のご利用も可能として

います。また日本国内への商品ご発送につきましても会場販売コーナーにて承ります。 

中野ブロードウェイ内のフジヤエービック各店舗(10:30-20:00)も通常営業。 
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春のヘッドフォン祭 2018 メインイメージ Part1  ©フジヤエービック 
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【発表会取材等でご来訪予定の報道メディア各社の皆様へ、お願い】  

 両日の開場時間 1 時間程度前頃より、１Ｆ会場メイン受付にてお名刺と引き換えに 

プレスパスをお渡し致します。プレスパスで、開場前に入場してブース等の事前取材が

可能です。なお、プレスパスは報道メディア関係の方のみに限定でお渡し致します。 

初日・2 日目と通しで取材される場合、初日はプレスパスをお持ち帰り下さい。 

取材が終了しましたら、１Ｆ受付にパスをご返却願います。 

 

【イベント開催概要】  

名称：春のヘッドフォン祭 2018 (Tokyo Headphone Festival 2018 Spring)  

日時：2018 年 4 月 28 日（土）11:00-19:00  / 29 日（日）10:30-18:00 

（取材メディア関係の方、及び関係者入場証をお持ちの方は開場前入場が可能です。） 

主催： 株式会社フジヤエービック  

場所： 中野サンプラザ（東京都中野区中野 4－1－1）http://www.sunplaza.jp/ 

（JR 中央線・総武線、東京メトロ中野駅北口下車 徒歩 1 分） 

6/7/8/11/13/14/15F の計 7 フロアを使用。 入場は無料です。 

※今回も会場側にエレベーター運行について配慮して頂いており、既に開場時間前には

サンプラザ 1F でお待ち頂いたお客様を階上まで先行で誘導させて頂き、定時からの 

よりスムーズなご入場ができるように致します。 

http://www.sunplaza.jp/
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For foreign visitors: information of Tokyo Headphone Festival 

Event name; Tokyo Headphone Festival 2018 Spring 

Date; 28th Apr. 2018 (11:00-19:00) -29th Apr.  (10:30-18:00) 

Place; Nakano Sunplaza (Nakano 4-1-1,Tokyo)  6,7,8,11,13,14,15F   

Access; JR Chuo Line/Sobu Line Nakano Station north exit soon 

JR Chuo Line(orange line train): 5 / 19 minutes from Shinjuku / Tokyo st. 

http://www.japan-guide.com/e/e2372.html 

Nakano Station / Nakano Sunplaza  Map;  http://goo.gl/maps/rWqj5 

Sponcered by Fujiya AVIC Co.Ltd 

Nakano area Free Wi-Fi:  http://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/wifi/english 

Nakano Free Wi-Fi plus: http://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/wifiplus/english

 

 ヘッドフォン祭関連情報については、変更・追加等の可能性がございます。 

随時、弊社サイト特設ページをご確認頂きますよう、お願い致します。 

https://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php 

 あわせて、こちらの弊社運営サイトもご覧下さい。 

https://www.fujiya-avic.jp/user_data/headphone_fes.php
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フジヤエービック Web サイト/ http://www.fujiya-avic.jp/ 

フジヤエービック 公式 Twitter/  http://twitter.com/FUJIYAAVIC 

フジヤエービック Facebook ページ/  https://www.facebook.com/fujiyaavic 

フジヤエービック ブログ「目福耳福」/ http://www.fujiya-avic.jp/blog/ 

  

 ゴールデンウィークのスタートとなる 4 月最終週の土日、ぜひ中野サンプラザを含む 

中野北口へお越し頂き、ヘッドフォン祭イベントはもちろん、近隣の中野セントラルパ

ーク地区等で開催されるイベント、フジヤエービック各店舗も無休営業中の、今や世界

にその名が知れ渡る「中野ブロードウェイ」などを含めて、ゴールデンウィーク前半は

サブカルチャーの街・中野をごゆっくりお楽しみ下さい。 

 

株式会社フジヤエービック  ヘッドフォン祭プロジェクトチーム 

 

 ヘッドフォン祭につきましてのお問い合わせ・ご質問等は、 

弊社 石曽根（いしぞね） m-ishizone@fujiya-avic.co.jp 

または 谷口（たにぐち） h-taniguchi@fujiya-avic.co.jp まで、どうぞ。 

TEL:03-3386-5956    FAX:03-3386-6989  

                       株式会社フジヤエービック 

http://www.fujiya-avic.jp/
http://twitter.com/FUJIYAAVIC
https://www.facebook.com/fujiyaavic
http://www.fujiya-avic.jp/blog/
mailto:m-ishizone@fujiya-avic.co.jp
mailto:h-taniguchi@fujiya-avic.co.jp
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